2022年ヴァーサ博物館ビジター情報
2022
スカンジナビアで最も来館者の多い博物館へようこそ
入館料
大人 (シニアを含む)
1 月 1 日～4 月 30 日、10 月 1 日～12 月 31 日
5 月 1 日～9 月 30 日
18 歳以下の子供

開館時間
SEK 170
SEK 190
無料
SEK 149
無料

バウチャーでの入場
ツアーガイドおよび添乗員

6 月 1 日～8 月 31 日: 毎日 8:30～18:00
9 月 1 日～5 月 31 日: 毎日 10:00～17:00、
水曜日 10:00～20:00
12 月 24 日: 閉店
12 月 25 日: 閉店
12 月 31 日: 10:00～15:00

無料で入場できるのは、ツアーガイドおよび添乗員のみです。
ヴァーサ号博物館ガイドによる予約制のプライベ ート
ツアー (25 分)
SEK 1 200/ガイド

館内見学の所要時間はおよそ 90 分です。

ガイドツアー
個人で来館のお客様は、入場料にヴァーサ号のガイドツアー料が含まれています。グループ (9 名以上) のガイドツ
For up
アーは事前に予約が必要です。1 回のガイドツアーの最大人数は
30 名で、所要時間は約 25 分です。
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夏季 (6 月 1 日～8 月 31 日) の間は、スウェーデン語でのガイドツアーを
see ou ut the 1 時間に 1 回、英語でのガイドツアーを
r web
site.
30 分に 1 回行っています。また、ドイツ語、フランス語、スペイン語でのガイドツアーも毎日行います。その他
guided

の言語でのガイドツアーもご用意しています。夏季以外のシーズンには、スウェーデン語、英語でのガイドツアー
は 1 日 2 回行われます。
18 の言語で録音されたオーディオガイドが無料でご利用いただけます。ホームページからダウンロード、または
博物館の無線ネットワークに直接接続してご利用ください。博物館内の wifi は無料です。
ヴァーサ号のビデオ
ヴァーサ号のビデオは、17 分間にわたり 1628 年から今日までのヴァーサ号の歴史を紹介しています。ビデオは 9
の言語で放映されています。放映される言語と時間はホームページをご覧ください。

バリアフリー
博物館は全ての方にご利用いただけます。
バリアフリーの詳しいご案内は博物館の
ホームページをご覧ください。
または予約課まで直接お問い合わせください。

ショップ
博物館のショップでは、ヴァーサ号に関する書籍、
ヴァーサ号からの複製品、お土産、
子供向けの商品などを幅広く取り揃えています。
ショップの営業時間は博物館の開館時間に準じます。
電話: +46 (0)8 519 548 83
E メール: butiken.vasa@smtm.se

駐車場
博物館にはバス専用駐車場が設備されていま
す。自家用車の駐車場はユールゴード橋
(Djurgårdsbron) を渡ってすぐ右側にあります。
博物館入り口には身体障害者用駐車場があり
ます (証明書の提示が必要です)。

レストラン
レストランでは国産のオーガニック食材を使った、
ランチ、軽食、焼き菓子などをご用意しています。
時間はホームページをご覧ください。
電話: +46 (0)8 661 16 20
E メール: restaurangen.vasa@smtm.se
予約
電話: +46 (0)8 519 548 70、月～金 10:00～12:00、13:00～15:00
E メール: bokningen.vasa@smtm.se

Q&A
ヴァーサ号博物館の来館者フォーラムには、
よくある質問とその答えが掲載されています。
フォーラムはホームページからアクセスで
きます。
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バウチャー
バウチャーでの支払いを希望される新規のお客様はバウチャー審査が必要です。来館される前にバウチャー審査を
行ってください。バウチャー審査は以下の E メールのアドレスまで送付してください。bokningen.vasa@smtm.se。
有効なバウチャーには以下の項目が必要です:
ヴァーサ号博物館の名称
来館日
来館者人数
バウチャーの内容 (例: 入館料)
法人番号
請求先住所
請求先電話番号および E メールアドレス
来館者人数など、バウチャー発行後の変更は、オリジナルバウチャーに変更を記入し、ガイドが署名します。
印刷したバウチャーを来館時にチケット売り場に提出してください。バウチャーを来館時に印刷する場合は、バウ
チャー1 枚につき 250 クローナの手数料がかかります。
正しい来館者人数に対して請求が行われるために、請求書は来館後に送付されます。
ヴァーサ号博物館から送付される請求書には、バウチャーの原本または複写は添付されません。必要に応じて、バ
ウチャーを複写して保存しておくことをお勧めします。
入場料を有効なバウチャーで支払うグループは、事前に来館申請をする必要はありません。
請求は一週間単位で行われ、一週間の来館を合計して行われます。支払期限は請求書の発行日より 30 日です。請求
書の未払いが発生した場合、博物館はバウチャーでの来館を拒否し、現金での支払いを要求する権利があります。
海外からの支払いについて
博物館からの請求書に記載されている SWIFT および IBAN 番号でお支払いいただけます。
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE2612000000012810113211
VAT No.: SE202100113201
消費税 (VAT)
ヴァーサ号博物館はスウェーデンの消費税法に準じています。博物館の入館料は消費税の課税対象外です。
利息および延滞通知
支払いの遅延、および延滞通知料金には、スウェーデンの法律に基づき、利息が発生します。
コミッション
コミッションは、バウチャーでヴァーサ号博物館に入場する来館者を対象に換算されます。コミッションは現行年
の入場者に対する売上げをもとにし、11 月または 12 月の月末に支払われます。

売上げ: SEK
100 000-249 000
250 000-399 000
400 000-549 000
550 000-699 000
700 000-

割引 (パーセント)
コミッションに対し 2 パーセント
コミッションに対し 4 パーセント
コミッションに対し 6 パーセント
コミッションに対し 8 パーセント
コミッションに対し 10 パーセント

お問い合わせ
バウチャーに関するお問い合わせは、予約課にご連絡ください。
電話 +46 (0)8 519 548 70
E メール bokningen.vasa@smtm.se
請求書に関するお問い合わせは、会計課にお問い合わせください。
電話+46 (0)455 35 93 00
E メール ekonomi@smtm.se
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